
ト ラ ッ ク 審 判 長 原田　結城

ス タ ー ト 審 判 長 原田　結城

跳 躍 審 判 長 山村　拓

投 て き 審 判 長 山村　拓

混 成 審 判 長 山村　拓

招 集 所 審 判 長 駒野　仁彦

記 録 主 任 伊藤　賢悦

日付 種目
熊井　奨真(5) 14.47 大友　翔惟(5) 14.75 田畠　智也(5) 15.16 福田  大翔(5) 15.29 齋藤　悠聖(5) 15.31 塩原  大駕(5) 15.45 佐々木　龍馬(5) 15.53 佐藤　雄聖(5) 15.67
秋田市・秋田ベーシックTC 横手市・チーム旭 大館北秋田・東館スポーツ少年団大仙仙北・ＡＣ太田東 本荘由利・平沢小学校 横手市・浅舞アスリートクラブ 大仙仙北・四ツ屋小学校 湯沢雄勝・スリーペアーズ
高野　結惺(6) 13.35 照井　昇太朗(6) 13.41 荒木　開羽(6) 13.43 髙橋　翔太朗(6) 13.58 鈴木　陽斗(6) 13.61 亀谷　慎太郎(6) 13.61 佐藤　豪(6) 13.75 髙橋　快成(6) 14.15
本荘由利・岩城小学校 横手市・チーム旭 能代山本・朴瀬小学校 横手市・十文字第一小学校 能代山本・能代第五小学校 大仙仙北・六郷小学校 本荘由利・鳥海小学校 横手市・醍醐アスリートクラブ
山須田　佳人(6) 3:03.83 藤田　夏樹(6) 3:07.61 高橋　勇樹(6) 3:07.76 石垣　智大(6) 3:08.88 笹嶋　維吹(6) 3:08.90 高橋　愛琉(5) 3:09.51 草名木　煌希(5) 3:09.51 佐藤　尊琉(6) 3:12.09
潟上南秋男鹿・追分ＲＣ 湯沢雄勝・湯沢東イーストランナーズ横手市・浅舞アスリートクラブ 大館北秋田・上川沿TFC 横手市・チーム大森 秋田市・JAC-A 大館北秋田・長木小学校 秋田市・JAC-A
菅原　佳佑(6) 14.51 小松　  陽(6) 15.60 飯塚　凜(6) 15.91 細谷　善(6) 16.03 赤坂　潤一郎(6) 16.04 小松　大也(6) 16.18 髙橋　克弥(6) 16.34 永井　奏汰(5) 16.37
湯沢雄勝・三関小学校 大仙仙北・中仙小学校 湯沢雄勝・西馬音内Ｔ＆Ｆ 横手市・浅舞アスリートクラブ 鹿角・十和田ＡＣ 横手市・大雄小学校 本荘由利・矢島ランナーズ 湯沢雄勝・駒形
伊藤　瑠汰(6) 1m37 佐々木　快(6) 1m25 伊藤　蓮人(6) 1m25 髙橋　和樹(6) 1m20 中山　隆行(6) 1m20 備前　鷺唯(6) 1m15
横手市・横手南小学校 湯沢雄勝・羽後明成小学校 鹿角・花輪アスリートクラブ 横手市・ASAKURA  KAA 潟上南秋男鹿・追分ＲＣ 横手市・チーム大森

藤原　慎人(6) 1m20 柴田　飛鳥(6) 1m15
大仙仙北・中仙小学校 鹿角・花輪北小学校
安保　虎汰郎(6) 1m20
鹿角・十和田ＡＣ

岡　大陽(6) 4m40(+2.7) 高橋　杏介(6) 4m29(+1.3) 本間　全(6) 4m06(+5.0) 高橋　一徳(6) 4m04(+2.8) 佐々木　陽(6) 3m98(+2.5) 坪川　瑛亮(6) 3m89(+1.1) 三浦　大輝(6) 3m89(+2.7) 山下　怜生(6) 3m83(+2.0)
大館北秋田・東館スポーツ少年団 公認4m30(+1.8) 湯沢雄勝・雄勝 大館北秋田・扇田プレスト 公認記録なし 大仙仙北・中仙小学校 公認3m84(+1.3) 横手市・雄物川小学校 公認3m48(+1.7) 横手市・横手南小学校 本荘由利・子吉小学校 公認記録なし 大仙仙北・六郷小学校
岩瀬　翔大(6) 46m73 高橋　唯人(6) 44m98 丹尾　遼(6) 43m75 津田　壮真(6) 42m24 髙橋　　櫂(6) 41m30 菅原  暖生(6) 40m47 三浦　八千琉(5) 38m80 小松　昊向(6) 38m75
横手市・横手南小学校 湯沢雄勝・羽後明成小学校 横手市・十文字第二小学校 本荘由利・由利アスリート 大仙仙北・千畑小学校 横手市・浅舞アスリートクラブ 大仙仙北・豊川ＡＣ 大仙仙北・豊川ＡＣ
小野　大輝(6) 1772点 伊藤　翔陽(6) 1769点 蛇沼　大斗(6) 1701点 菅　翼(6) 1693点 武田　風語(6) 1675点 下居　紘大(6) 1668点 佐藤　柊斗(6) 1618点 髙橋　由貴斗(6) 1610点
本荘由利・東由利小学校 横手市・雄物川小学校 鹿角・ＯＨＹＵ 横手市・大雄小学校 湯沢雄勝・高瀬っ子ランナーズ 本荘由利・院内アスリート 横手市・増田小学校 湯沢雄勝・高瀬っ子ランナーズ

阿部　聖(6) 2261点 田口　大和(6) 2144点 菊地　悠仁(6) 2000点 松本　翔汰(6) 1981点 村山　玄光(6) 1907点 佐藤　聖太(6) 1906点 荒田　航太郎(6) 1762点 武石　彬史(6) 1758点
本荘由利・チーム金浦 大仙仙北・仙南TFC 横手市・チーム大森 鹿角・小坂小学校 秋田市・JAC-A 本荘由利・由利アスリート 大仙仙北・六郷小学校 秋田市・JAC-A

武藤　桜南(5) 13.97 宇佐美　心寧(5) 14.56 佐々木　心菜(5) 14.63 赤坂　秋音(5) 14.71 中山　光(5) 14.83 照井　優里愛(5) 14.86 高橋　美桜(5) 14.92 佐藤　優妃夏(5) 14.97
大仙仙北・桧木内ランナーズ 秋田市・JAC-A 秋田市・JAC-A 大館北秋田・早口陸上クラブ 大館北秋田・釈迦内アスリート 横手市・横手北小学校 大館北秋田・川口小陸上部 大仙仙北・仙南TFC
岡本　花(6) 14.11 宇沼　愛菜(6) 14.61 佐藤　有紗(6) 14.62 阿部　梨々愛(6) 14.63 石沢　胡実(6) 14.74 髙橋　日菜(6) 14.86 藤田　ゆある(6) 14.87 丹　彩音(6) 15.00
秋田市・秋田ベーシックTC 本荘由利・平沢小学校 秋田市・秋田ベーシックTC 鹿角・小坂小学校 横手市・吉田小学校 湯沢雄勝・湯沢西小学校 大館北秋田・前田小学校 横手市・植田小学校
山内　瑛恋(6) 2:29.31 武田　知花(6) 2:30.66 加藤　礼夢(6) 2:31.03 草彅　杏奈(6) 2:32.93 須藤　心愛(6) 2:34.13 小林　惟芽(6) 2:34.19 齋藤　紬(6) 2:34.20 藤岡　慧理海(6) 2:35.14
大館北秋田・長木小学校 横手市・吉田小学校 秋田市・JAC-A 大仙仙北・清水っ子ランナーズ 本荘由利・きさかた 秋田市・JAC-A 大仙仙北・西仙北ランナーズ 大館北秋田・合川AC
佐藤　星那(6) 15.23 木村　美月(5) 15.33 鈴木　結芽(6) 15.41 佐藤　茉子(5) 15.64 齋藤　梨亜(6) 15.87 鈴木　紗弥(6) 16.18 小田島　花歩(5) 16.31 村木　湖春(6) 17.97
湯沢雄勝・羽後明成小学校 本荘由利・平沢小学校 大仙仙北・花館小学校 本荘由利・鳥海小学校 横手市・醍醐アスリートクラブ 本荘由利・きさかた 横手市・横手南小学校 鹿角・花輪北小学校
中西　咲来(6) 1m20 佐藤　優那(6) 1m15 佐々木　美華(6) 1m15 阿部　凜(5) 1m15 菊子　夢結(5) 1m10
鹿角・花輪アスリートクラブ 横手市・十文字第二小学校 大仙仙北・角間川小学校 大館北秋田・矢立小学校 湯沢雄勝・スリーペアーズ
菅　安里(6) 1m20 佐々木　心美(6) 1m15 柏原　未歩(6) 1m10
湯沢雄勝・羽後明成小学校 本荘由利・きさかた 湯沢雄勝・雄勝

阿部　心泉(6) 1m15 奥寺　茉莉(6) 1m10
横手市・醍醐アスリートクラブ 鹿角・ＯＨＹＵ

加藤　璃夏(5) 1m10
横手市・横手南小学校

織田  二葉(6) 4m05(+3.9) 小田島　彩希(6) 4m03(+1.3) 髙橋　彩華(6) 3m93(+2.1) 滝澤　蘭(6) 3m88(+1.9) 佐藤　美空(6) 3m87(+3.2) 小野　煌莉(6) 3m82(+1.3) 高橋　桃音(6) 3m79(+1.8) 原田　怜奈(6) 3m71(+2.8)
横手市・浅舞アスリートクラブ 公認4m02(+1.6) 大仙仙北・仙南TFC 湯沢雄勝・川連小学校 公認3m85(+1.2) 大館北秋田・扇田プレスト 湯沢雄勝・稲庭小学校 公認3m68(+1.6) 横手市・横手北小学校 潟上南秋男鹿・追分ＲＣ 横手市・横手南小学校 公認3m61(+1.4)

奈良　彩音(6) 42m63 瀨々　桜花(6) 42m55 東海林　妃莉(6) 41m35 木村　玲那(5) 36m52 菅野　修佳(5) 35m82 平川　夢結(5) 35m65 佐々木　杏実(6) 35m42 藤嶋　千畝(6) 35m19
大館北秋田・東館スポーツ少年団横手市・横手南小学校 横手市・大雄小学校 鹿角・花輪北小学校 湯沢雄勝・雄勝 湯沢雄勝・川連小学校 湯沢雄勝・東成瀬小学校 大館北秋田・早口陸上クラブ
小松　奏音(6) 1846点 武内  友里(6) 1625点 髙橋　朱音(6) 1615点 長谷川　真己(6) 1605点 芳賀　妃音(6) 1567点 浅利　瑠奈(6) 1542点 松井　愛莉(6) 1463点 小杉　梓乃(6) 1458点
大仙仙北・ＡＣ太田東 横手市・浅舞アスリートクラブ 横手市・横手北小学校 本荘由利・尾崎小学校 大館北秋田・有浦陸上クラブ 大館北秋田・山瀬アスリートクラブ横手市・吉田小学校 本荘由利・平沢小学校

熊谷　碧衣(6) 1947点 田口　由理香(6) 1779点 安保　美優(6) 1697点 大澤　令奈(5) 1611点 海沼　優月(6) 1590点 朝岡　心(5) 1565点 渋谷　杏香里(6) 1539点 三浦　歩奈(6) 1482点
本荘由利・平沢小学校 大仙仙北・太田北小学校 鹿角・ＯＨＹＵ 大仙仙北・横堀小学校 鹿角・花輪アスリートクラブ 本荘由利・西目小学校 本荘由利・岩谷ＴＦＣ 本荘由利・由利アスリート

秋田市・ＪＡＣ－ＡＫＩＴＡ 52.83 秋田市・ＪＡＣ－Ａ 55.56 横手市・横手北小学校 55.59 大仙仙北・中仙小学校Ａ 55.66 大仙仙北・仙南ＴＦＣ 55.82 横手市・横手南小学校 56.54 大仙仙北・大曲小学校Ａ 56.70 本荘由利・由利アスリート 56.75
柴山　幸子(5) 小野　慧士郎(6) 沓沢　芽依(6) 戸堀　琴羽(6) 傅野　未優(6) 佐々木　悠成(6) 今野　衣莉空(6) 太田　暖陽(6)
伊藤　大智(6) 江畑　孝樹(6) 沼倉　星那(6) 鈴木　美桜(6) 中田　蒼空(6) 高城　聖(6) 高橋　海至(6) 伊藤　羽海(6)
瀬川　路偉(6) 井上　花珠(6) 真田　慎之助(6) 熊谷凜太郎(6) 山崎　心優(6) 高橋　杏里奈(6) 髙橋  康晟(6) 木村　愛來(6)
熊谷　理沙(6) 畠山　倫萌(6) 高橋　丈(6) 大野　惇平(6) 照井　和志(6) 小田嶋　倖平(6) 髙橋　暖乃(6) 佐藤　一汰(6)

佐々木　楽煉(6) 14.39(-2.2) 熊谷　慶斗(6) 14.76(-0.6) 佐野　広和(6) 14.95(-2.2) 山方　瀬那(6) 15.24(-2.2) 伊藤　大隼(6) 15.49(-0.6) 栗城　奏斗(6) 15.83(-0.6) 畑山　凛太朗(5) 15.84(-1.7) 泉　樹希(6) 15.86(-1.7)
秋田市・JAC-A 大仙仙北・中仙小学校 横手市・雄物川小学校 横手市・十文字第一小学校 横手市・山内小学校 大館北秋田・有浦陸上クラブ 本荘由利・東由利小学校 横手市・醍醐アスリートクラブ
鈴木　咲良(6) 14.91(-1.6) 永沢　萌依(6) 15.97(-3.3) 佐々木　周樺(6) 16.04(-1.6) 玉井  藍奈　(6) 16.33(-1.6) 菊地　莉奈(6) 16.41(-1.6) 髙階　瑠菜(6) 16.47(-2.5) 伊藤　真央(5) 16.77(-3.3) 田村　亜子(6) 16.80(-2.5)
秋田市・JAC-A 横手市・山内小学校 横手市・雄物川小学校 大仙仙北・中仙小学校 横手市・十文字第一小学校 大仙仙北・千畑小学校 大館北秋田・有浦陸上クラブ 大仙仙北・大曲小学校

※ 走高跳において同記録で順位がついているものは、無効試技数の差による。

2019年度秋田県少年少女陸上競技大会　”日清食品カップ”第35回全国小学生陸上競技交流大会秋田県予選会 【19050006】
秋田県立中央公園総合運動場県営陸上競技場 【51020】
2019/06/30 ～ 2019/06/30

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月30日
男子100m
友情レース

6月30日
男子5年100m

風：-5.7

6月30日
男子6年100m

風：-3.0

6月30日 男子1000m

6月30日
男子80mH
風：-3.6

6月30日 男子走高跳

6月30日 男子走幅跳

6月30日
男子ジャベリック

ボール投

14.56(-2.5)-1m20

6月30日 男子コンバインドＡ

3m70(+1.7)-43m94

14.58(-2.5)-1m20 14.98(-2.5)-1m20 14.01(-1.2)-1m05 14.12(-2.5)-1m05 15.17(-2.5)-1m20 15.46(-1.2)-1m20

女子6年100m
風：-3.7

15.51(-1.5)-1m20

4m46(+1.1)-58m01

6月30日 男子コンバインドＢ
4m59(+4.3)-50m47 4m28(+3.0)-47m63 3m93(+0.3)-51m51 4m15(+1.3)-44m91 3m91(+2.5)-48m14

6月30日 女子800m

6月30日
女子80mH
風：-3.6

4m08(+2.3)-38m47

6月30日
女子100m
友情レース

6月30日
女子5年100m

風：-2.2

6月30日

6月30日 女子走高跳

6月30日 女子走幅跳

6月30日
女子ジャベリック

ボール投

14.46(-1.0)-1m25

6月30日 女子コンバインドＡ
15.42(-1.0)-1m20 14.47(-1.0)-1m05 15.20(-1.0)-1m15 15.08(-1.0)-1m10 15.57(-2.4)-1m15 15.69(-2.4)-1m10 16.40(-1.0)-1m20

4m00(+1.5)-48m94

6月30日 女子コンバインドＢ
3m90(+1.0)-42m05 3m80(+2.8)-39m40 3m47(+1.0)-39m68 3m82(+0.7)-33m84 3m48(+1.6)-37m24 3m69(+0.6)-33m14 3m51(+1.8)-32m80

6月30日 男女4×100mR


